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令和２年鎌ケ谷市農業委員会第 1 回臨時総会会議録 

 

 鎌ケ谷市長清水聖士は、令和２年鎌ケ谷市農業委員会第１回臨時総会を鎌ケ谷市総合福祉保健セ

ンター４階会議室において開催するにあたり、各委員を招集する。 

１ 日  時  令和２年７月２０日 午後３時００分 

２ 農業委員  

出席委員 １０名 

１．鈴木 有光 委員  ２．奥山 喜和子委員  ３．古川 和昭 委員 

４．浅海 博行 委員  ５．川村 誠司 委員  ６．石原 和弘 委員 

７．板橋 睦男 委員  ８．熊谷 弘和 委員  ９．時田  將  委員 

10．山田 芳裕 委員   11．石井 正美 委員           

農地利用最適化推進委員  

出席委員  ５名 

大野 辰夫 委員     澁谷 好治 委員    濵田 光一 委員          

大山  貴  委員     飯田 展久 委員 

３ 事務局出席者 

   事 務 局 長 佐山 佳明 

事務局次長 浅海 一洋 

主 任 主 事 田中 絵美 

主 任 主 事 山田  亮 

４ 会議日程 

    日程第１ 会長の互選について 

    日程第２ 議席の指定について 

    日程第３ 議事録署名委員の指名について 

    日程第４ 会長職務代理者の互選について 

    日程第５ 農地利用最適化推進委員の委嘱状交付式 

事務局長    ただ今より、令和２年鎌ケ谷市農業委員会第１回臨時総会を開催いたします。 

        最初の臨時総会は、農業委員会等に関する法律第２７条の規定により、市長が招

集することとなっております。 

        清水市長よりご挨拶をお願いいたします。 

（市長 挨拶） 

事務局長    ありがとうございました。 

なお、市長は公用につき、ここで退席させていただきます。 

（市長 退席） 

事務局長    続きまして、委員の皆様方のご紹介を行います。 

          恐れ入りますが、ただいま着席されている議席の順に自席にて自己紹介をお願い

いたします。 
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（仮議席の順に自己紹介） 

事務局長    ありがとうございました。 

続きまして、事務局職員の紹介を行います。 

     （事務局長が順に紹介） 

        本日は、最初の総会ですので、会長が選出されるまでの間、地方自治法第１０７

条の規定を準用いたしまして、奥山喜和子委員に臨時議長をお願いいたしたいと思

います。 

        それでは、奥山委員臨時議長席に移動をお願いいたします。 

         （臨時議長 着席） 

臨時議長    ただいま、ご紹介をいただきました奥山喜和子でございます。 

        会長が互選されるまでの間、臨時議長を努めさせていただきます。 

        どうぞよろしくお願いいたします。 

臨時議長    ただいまの出席農業委員は１１名です。定足数に達しておりますので、令和２年

鎌ケ谷市農業委員会第１回臨時総会を開会いたします。 

臨時議長    ただちに本日の会議を開きます。 

        本日の日程は、お手元に配布した資料のとおりです。 

臨時議長    この際、議事の進行上仮議席を指定いたします。 

        仮議席は、ただいま着席されている議席を指定いたします。 

臨時議長    日程第１、これより会長の互選を行います。 

        会長の互選につきまして、投票、指名推薦いずれの方法により行いますか。 

山田委員    議長 

臨時議長    １０番、山田芳裕委員 

山田委員    私は、指名推薦がよろしいかと思います。 

臨時議長    ただいま指名推薦という発言がありましたので、お諮りいたします。 

        会長の互選の方法については指名推薦により行いたいと思います。 

        これにご異議ありませんか。 

         （「異議なし」との声多数あり） 

臨時議長    ご異議なしと認め、互選の方法は指名推薦によることに決しました。 

        お諮りいたします。 

        どなたか、推薦される方がございましたら、氏名及び推薦理由をあわせてお願い

いたします。 

時田委員    議長 

臨時議長     ９番、時田將委員 

時田委員    私は、浅海博行委員を会長に推薦いたします。 

浅海委員は、６期１８年にわたって鎌ケ谷市農業委員として職責を全うされ、知

識豊富で経験も豊かであります。 

また、第２３期では会長職務代理者を、そして昨年２月の会長退任を受け会長の
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任につき、鎌ケ谷市農業委員会を先導してきたことは皆様ご承知のとおりです。 

よって、第２４期においても会長として農業委員会を先導していただきたくここ

に浅海博行委員を会長として強く推薦するものであります。 

臨時議長    ただいま時田將委員から会長に浅海博行委員を推薦するという発言がありまし

たが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声多数あり） 

臨時議長    ご異議なしと認め、浅海博行委員が会長に選任されました。 

臨時議長    それでは、会議規則第４条の規定により会長が議長となりますので、議長を交替

いたします。 

ご協力ありがとうございました。 

（議長 交代） 

   （会長 就任挨拶） 

議  長    それでは、ただいまから議長を努めさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

議  長    日程第２、議席の指定を行います。 

         議席は、ただいま着席の仮議席を議席として指定させていただくことにご異議あ

りませんか。 

         （「異議なし」との声多数あり） 

議  長    ご異議なしと認め、ただいま着席の仮議席を議席として指定いたします。 

議  長    日程第３、議事録署名委員の指名を行います。 

        議事録署名委員については、会議規則第１３条の規定により、 

        １番鈴木有光委員 

        ２番奥山喜和子委員を指名いたします。 

議  長    日程第４、会長職務代理者の互選を行います。 

        お諮りいたします。 

会長職務代理者の互選につきまして、投票、指名推薦いずれの方法で行いますか。 

川村委員    議長 

議  長    ５番、川村誠司委員 

川村委員    私は、会長と同様に指名推薦が良いかと思います。 

議  長    ただいま指名推薦という発言がありましたので、お諮りいたします。 

        会長職務代理者の互選の方法については、指名推薦により行いたいと思います。 

        これにご異議ありませんか。 

         （「異議なし」との声多数あり） 

議  長    ご異議なしと認め、互選の方法は指名推薦によることに決しました。 

        お諮りいたします。 

どなたか、推薦される方がございましたら、氏名及び推薦理由をあわせてお願い

いたします。 
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鈴木委員    議長 

議  長    １番、鈴木有光委員 

鈴木委員    私は、時田將委員を会長職務代理者に推薦いたします。 

時田委員は、４期１２年間にわたり農業委員を努め、その知識、経験も豊富であ

ります。 

また、平成３１年２月より会長職務代理者に就任し、会長を補佐してきました。 

よって、会長職務代理者として適任であると思いますので、時田將委員を強く推

薦いたします。 

議  長    ただいま、鈴木有光委員から会長職務代理者に時田將委員を推薦するという発言

がありましたが、これにご異議ありませんか。 

         （「異議なし」との声多数あり） 

議  長    ご異議なしと認め、時田將委員が会長職務代理者に選任されました。 

        ただいま、選任されました時田將委員に就任のご挨拶をお願いいたします。 

         （会長職務代理者 移動・就任挨拶） 

議  長    ありがとうございました。 

日程第５、農地利用最適化推進委員の委嘱状交付式を行います。 

進行を事務局にお願いします。 

事務局長    ただ今より、第２期農地利用最適化推進委員の委嘱状交付式を行います。 

委嘱状の交付は、一人ずつ行います。 

名前を呼ばれた方は起立していただき、浅海会長から委嘱状を受け取り、着席し

てください。 

（会長より委嘱状を大野辰夫委員、飯田展久委員、濵田光一委員、大山貴委員、

澁谷好治委員の順に交付） 

事務局長    以上で農地利用最適化推進委員の委嘱状交付式を終了します。 

    ただ今、委嘱されました各農地利用最適化推進委員の担当地区は、 

大野委員 鎌ケ谷・道野辺地区 

飯田委員 中沢地区 

濵田委員 大山委員 初富地区 

澁谷委員 粟野・佐津間・軽井沢地区です。 

    続きまして、農地利用最適化推進委員の皆様方のご紹介を行います。 

恐れ入りますが、大野委員から順に自席にて自己紹介をお願いします。 

 （各農地利用最適化推進委員自己紹介） 

ありがとうございました。 

進行を議長にお願いします。 

議  長    以上で、本日の臨時総会における議事日程は、全て終了いたしました。 

        これをもちまして、令和２年第１回臨時総会を閉会いたします。 

        ご苦労様でした。 
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閉会  午後３時２０分 

 

  以上、会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため次に署名する。 

 

 

令和２年８月７日 

 

  鎌ケ谷市農業委員会臨時議長 奥山 喜和子 

 

 

  鎌ケ谷市農業委員会議長 浅海 博行 

 

 

  鎌ケ谷市農業委員会委員 鈴木 有光 


